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“Ｅｎｇａｇｅ Ｒｏｔａｒｙ Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ”
ロータリーを実 践 し、みんなに豊 かな人 生 を
≪会長挨拶・報告≫

第１７００回例会 プログラム

会長
12:30

13:30

開会点鐘
ロータリーソング
お客様紹介
会長挨拶・報告
幹事報告
各委員長報告
卓話
出席報告
ニコニコＢＯＸ報告
閉会点鐘

第 1699 回例会
開会点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング 「奉仕の理想」
大宮南ロータリークラブソング斉唱
ロータリーの目的唱和 （黒臼会員）
ターゲット唱和 ・ 四つのテスト（龍前会員）

≪お客様紹介≫

副会長

柴田

覚

国際ロータリー第２７７０地区
2013-2014 年度 ガバナー
渡邊 和良様
国際ロータリー第２７７０地区第３グループ
ガバナー補佐
浜野 英美様
国際ロータリー第２７７０地区
副幹事
山根 健久様

宗像

英明

皆様こんにちは、本日は
ガバナー公式訪問という
ことで渡邊ガバナー、浜
野ガバナー補佐、地区副
幹事の山根様のおいでい
ただいております。
この後ガバナーには卓話をいただきクラブ協議会で
は、ご意見などを頂戴したいと思いますのでよろし
くお願い致します。
さて、今日も法律のお話しさせていただきます。
先日、元総理大臣の麻生さんが憲法改正の問題で「
ワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっ
ていた」と話していましたが、ワイマール憲法とは
生存権条項を世界中で初めて作った憲法で価値相対
主義といった寛容性があり民主主義の理念としては
もっとも優れた憲法といわれています。多数派を占
めたナチス派が法律を守らなければいけないという
中でだんだん国民の活動が制限され独裁主義になっ
ていってしまったのだと思います。ではどうすれば
よかったのか？というと民主主義だから何をやって
もいいというわけではなく、戦う民主主義という考
え方（民主主義を否定する自由・権利までは認めな
い民主主義）のシステムをのちに作ったわけです。
ロータリーにもおもしろい制度があり、会員総会
では次年度役員の選挙はしますが、その他のことは
理事会がすべての最終決定するしくみを取っていま
す。言ってみれば間接民主主義だと言えるでしょう
それには意味があり、組織の安定を維持しながら存
続のためにそうしているのかと思いました。
ロータリーのことを勉強していくと疑問点が出てき
たりもしますが楽しみも増えてきます。皆様と共に
学び先輩の方々にはさまざまな事を指導していただ
きながら今年１年間頑張りたいと思っております。

≪幹事報告≫

幹事

堀田

敏広

・各ロータリークラブ例会のご案内
・日韓親善会議 10 月 19・20 日 参加ご案内

≪各委員長報告≫
ロータリー情報委員長

山崎

光夫

「ロータリーの友、８月号」説明
・Ｐ８、会員増強のアイディア紹介
・Ｐ９、新会員にＲＣを知ってもら
い会員維持
・Ｐ30、ＲＣ米山記念奨学事業の基
礎知識
・裏Ｐ１、日本・トルコ友好の礎 先人の偉業を後世に伝えるた
めに

卓 話

国際ロータリー第２７７０地区
2013～2012 年度ガバナー

渡邊

和良

様

テーマ「ＲＩテーマと地区運営」
皆様こんにちわ、わたくしは
浦和北ＲＣの属しております
渡邊でございます。よろしく
お願い致します。
（映像参考に）今、世界に
ロータリアンが何名いらっし
ゃるかご存知でしょうか？
世界では 121 万人、日本だけで８万９千人、日本の地区が
34 地区あり、世界では 537 地区に分かれています。
今年の１月 13～19 日までＧＥＴＳ（ガバナーエレクト
研修セミナー）に出席して参りました。世界 537 地区のガ
バナーエレクトが一同にサンティエゴに集まり研修する
プログラムで、ガバナーエレクトと配偶者で約 1100 名と
理事の方で 1200 名位の参加があり、毎朝８時半から 5 時
半までさまざまな会議や晩さん会などに出席してきまし
た。
（ＧＥＴＳの様子を映像でご紹介）
ポリオについて
現在３つの国が撲滅できずに残っていますがそれはナイ
ジェリア・アフガニスタン・パキスタンです。ポリオは
ウィルスにより発生し人から人へ伝染し感染すると終生
免疫になり、不顕性感染で 100～200 人に一人がマヒにか
かります。一人にかかるワクチンの料金は 60 円で２回の
接種が必要だそうです。このポリオですが以前は年間 35
万件あったのが、2011 年に 650 件、2012 年に 223 件にな
り、今年６月までにアフガニスタンで３件、パキスタンで
17 件、ナイジェリアで 26 件ですが困ったことに今まで根
絶していたソマリア、ケニアで 25 件、6 件発生していて
急きょ、アフリカで 35 万人分のワクチンを投与したそう
です。これを撲滅するには、約 10 億ドルのお金が必要だ
そうです。
２０１３～２０１４年度ＲＩテーマ
“Ｅngage Ｒotary Ｃhange Ｌives”
「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」
とにかくロータリーに夢中になり、奉仕活動を致しましょ
う。ロータリーというのは中核的価値観を重んじ地域社会
の人々がしあわせになるように奉仕活動を実践していき
ましょう、そうすれば支援を求めてる人たちの人生を豐か
にすることができます。それは最終的にロータリアンの人
たちも豐かになると会長は言っておりました。

・会長賞について
・2013～2014 年度ロータリー財団の目標について
地区のテーマについて
「奉仕の心を行動に移そう」
地区がかなり増強に力を入れておりますがやはり
増強と奉仕の両輪がないとしっかりロータリー活
動はできませんので、このようなテーマを考えま
した。誰でも奉仕をしたいという気持ちはあるの
ですが、できてない人が多く実際に奉仕をなし遂
げましょうという意味でもあります。
地区運営方針について
ロータリーの原点に戻り倫理性の大切さが必要で
あり、寛容の精神をもつことが大事である。また
増強に関しては、世界的には去年 121 万人増です
が毎年 12 万人が入会し、12 万人が退会するとい
う状況が 15 年間続いております。そして世界で
ロータリアンが増えている国は、おもに発展途上
の国、韓国やインド、ブラジルなどがあり、逆に
減っている国としてはアメリカやオーストラリア
などになります。
（各項目を説明）
地区目標について
１、ＲＩ戦略計画の理解と実施
２、財団目標であるポリオ撲滅への支援
３、会員増強、女性会員、若い世代の入会を増やす
４、ロータリーアクター、インターアクターＲＹＬ
Ａプログラムの若い青少年、青少年交換プログ
ラム参加者、財団奨学生、研究グループ交換留
学生たちは明日のロータリアンであることから
新世代奉仕部門にも力を入れていきたい。

≪出席報告≫
会員数３９名

出席副委員長

出席数３１名

柴崎

騏一郎

出席率 79.4%

全員スマイル
お世話になります。来年もよろしくお願い致します。
（ガバナー補佐 浜野）

例会終了後

記念撮影(清水園にて)

クラブ協議会

１３：５０～

会長あいさつ
各部門委員長・小委員長
方針発表
ガバナー補佐あいさつ
ガバナー全体講評
お礼のあいさつ(会長)

第１７００回例会
外部卓話
国際ロータリー2770 地区
会員増強委員会 田中 康之様
８月２０日(火)

サンパレス

12:30

開会点鐘

